
Micro Space Empire (v.92) 

By Robert Bartelli 

Micro Space Empire は、短時間で、1 人用の、"高速"なタイプのゲームです。それは、QPnP(クイックプリントアンドプレイ)

コンテストの参加作品でした; それは手早く印刷して作製できるようにデザインされています。あなたは可能な限り早くプ

レイを始めることができます!

あなたが必要とするもの: 

・ これらのルール

・ 星系カード

・ イベントカード(星系カードと異なる色に印刷されるのが望ましい)

・ プレイヤーマット

・ 数種類のトークン(コイン、ビーズ、ボタン、その他)

・ 6 面体ダイス 1 個

目標:

目標は、生存し可能な限り多くの勝利ポイントを集めることです。勝利ポイントは、ゲーム終了後に、帝国星系、研究した

技術、そして特定のボーナスの各々から与えられます。

セットアップ: 

・ 本国(Home World)星系カードを探して、プレイエリアの中央に表向きに置いてください。これは、あなたの開始カード

になります。

・ 星系カードを 2 つに分類してください: 近傍星系(7 枚)と遠方星系(3 枚)。

・ 星系カードの分類を別々にシャッフルして、手が届く場所に表を下にして積み上げておきます。

・ あなたのプレイエリアの中央、容易に近づきやすい場所に、プレーヤーマットを置いてください。

・ トークンを以下に置いてください: 原料ストレージの 0 に、資金ストレージの 0 と軍事力の 0 に(これらはマットの左側に

あります)。

・ トークンをあなたの本国のために原料生産+1 と資金生産+1 に置いてください(これらはマットの右側にあります)。

・ イベントカードをシャッフルして、表を下にして置いてください。1 枚のカードを取り出してください。それは見えないよう

にして取っておきます。

あなたは直ちに始めることができます。ターンの順番は以下の通りです: 

1.   探査  -  攻撃  /  征服  /  待機

あなたは以下の 1 つを実行できます: 

探査と攻撃: 星系デッキのカードを 1 枚めくって下さい。あなたは、前進基地(Forward Starbases)の技術を取得するまで

は、遠方星系を探査することはできません。そして、現在プレイされている全ての近傍星系はあなたの帝国の一部になっ

ています(即ち、下記に説明される非同盟の星系はありません)。これは、全ての近傍星系をプレイしなければならないと

いう必要性はありません。正確に言えば探査したのはあなたの帝国の一部だけなのです。

あなたがめくった星系カードは敵対値を持っています。ダイスを振って、あなたの現在の軍事力の値を加えてください。

合計が敵対値と等しいか大きいなら、あなたは星系を征服し帝国の一部とします。あなたのプレイエリアにカードを置い

てください。星系が原料または資金を持っているのなら、あなたの生産レベル(プレーヤーマットの右側)を、原料と資金

生産の総計に反映するよう調整してください。

あなたの軍事力の値とダイスの目の合計が、星系の敵対値より少ないなら、あなたの征服の試みは失敗します。あなた

の軍事力の値を 1減らしてください。あなたの軍事力はゼロ未満にはなりません。星系は探査されましたが、あなたの帝

国の一部にはなりませんでした。それは非同盟状態になります。これを反映するために、あなたのプレイエリアに横に倒

してカードを置いてください。攻撃は探査アクションに続いて強制であることに注意してください。あなたは、カードをめ



くって、戦闘を避けるということは選べません。

征服: 星系カードをめくる代わりに、あなたは 1 つの前に探査された非同盟の星系を征服することができます。順番は、

星系カードをめくることを除いて、全て上記と同じ方法です; 代わりに、あなたは攻撃するべき非同盟の星系を選びます。

あなたの試みが失敗するなら、軍事力を減らすことを忘れないでください。

待機: 星系カードはめくらないで、前に発見された星系の攻撃もしません; 代わりに、このステップを完全にスキップしてく

ださい。あなたは、新しい星系を帝国に加えることはできません。しかし、あなたは戦闘に負けて軍事力を減らすという危

険を冒すことはないのです。

2.   原料と資金の支出

原料と資金(両方とも"資源"です)を、あなたの星系の生産に基づいて、あなたの備蓄に加えてください。マット右側の生

産レベルは、あなたの星系がターンにつきどれくらいの原料と資金を生産するかについて示しています。これらの合計を、

マット左側の備蓄に加えてください。制限が各々 3 である点に注意してください。あなたが星間銀行業務(Interstellar 

Banking)を発見した後から制限が 5になります。あなたの備蓄制限を超えた全ての過剰分は無駄になります。

このフェイズの最後のパートの間、異星間貿易(Interspecies Commerce)があるなら、原料備蓄を 2減らして 1 の資金を得

るか、または資金備蓄を 2減らして 1 の原料を得ることができます。これは、1 ターンにつき 1回、このフェイズの間だけ

実施することができます。

3.   軍事力の整備と技術

プレーヤーは、どの順序でも、どちらでも、または両方でも行動をすることができます: 

軍事力の整備: あなたの軍事力を 1増やすために、原料を 1、そして資金を 1減らしてください。これは、1 ターンにつき

1回だけ実施できます; つまり、あなたは軍事力を各ターンに 1 だけ増やすことができます。あなたが、主力艦(Military 

Strength)を発見するまで、軍事力は 3 に限られていることに注意してください。そして、その後からは 5までに限られます。

技術の発見: ゲームの残りの間、その利益を獲得するために技術テーブルに示された量の資金を減らしてください。同

じ列の技術について、あなたが第 2世代に進む前に、リストに載っている第 1世代が発見されていなければなりません。

例えば、前進基地(Forward Starbases)を発見する前に、あなたは主力艦(Capital Ships)を持っていなければなりません。

あなたが、それを得たことを示すため、その技術の上にトークンを置いてください。1 つの技術だけをターンにつき発見

することができます。

技術: 

主力艦(Capital Ships): 3 を超えて軍事力を進めるために必要です

前進基地(Forward Starbases): 遠方星系を選んだ場合の探査/征服に必要です

ロボット労働者(Robot Workers): ストライキイベントの間、資源ゼロの代わりに受け取れます

 

惑星防衛力(Planetary Defenses): 侵略イベントの間、敵対値に+1 を加えられます

 

ハイパーテレビ(Hyper Television): 反乱イベントの間、敵対値に+1 を加えられます

恒星間外交(Interstellar Diplomacy): この技術を発見した直後のターン中、プレーヤーは通常フェイズ 1 を持っています

が、これによりダイスを振らずに星系を探査-攻撃を成功させるか、またはダイスを振らずに非同盟の星系を再征服する

ことができます。これは 1度だけしか実行できません。発見の後の次のターンに於いてだけ。そして、それは通常のフェ

イズ 1 のアクションとみなされます。

異星間貿易(Interspecies Commerce): 資金から原料または原料から資金に交換することができます。フェイズ 2 の下で

詳細に説明されています。

恒星間銀行業務(Interstellar Banking): 3 を超える原料/資金を備蓄できるようになります。



4.   イベントフェイズ

一番上のイベントカードをめくってください。1年目であるなら(下記で説明)、カードの該当する説明を読んでください; 2

年目(下記で説明)であるなら、カードの該当する説明を読んでください。起こりうるイベントは以下の通りです:

遺棄された宇宙船/小惑星(Derelict Ship/Asteroid): あなたの備蓄に、指示される資源を加えてください。備蓄が、その

最大許容レベルにあるなら資源を加えることはできません。そしてイベントは無視されます。あなたが、このフェイズの間、

異星間貿易(Interspecies Commerce)技術を使用できないことに注意してください。

ストライキ(Strike): 原料または資金は、次のターンに集めることはできません。ロボット労働者(Robot Workers)技術を

持っている場合、各々の次ターンの収集したものはゼロではなく半分になります。端数は切り上げてください。

反乱(Revolt): あなたの帝国で、最も低い敵対値を持つ星系を選んでください。同等であるなら、ランダムに選択をしてく

ださい。ダイスを振り、カード上に示される戦力を加えてください。この結果が、星系の敵対値より少ないなら、反乱は失

敗します。ダイスを振り、戦力数を加えたものが敵対値と同じか大きいなら、それは直ちに非同盟の星系になり、あなたの

帝国から離脱します。その新たな状態を示すために、カードを横に倒してください。そして、それが資源を提供していた

なら、あなたの生産レベルを調整してください。この星系は、ターンのフェイズ 1 の間に征服を実行して成功した場合、あ

なたの帝国に復帰させることができます。あなたにハイパーテレビ(Hyper Television)技術があるなら、星系の敵対レベル

に+1 を加えてください。簡単に征服されたワールドは、簡単に失われます!

あなたが 1年目の場合、そして本国星系以外に帝国内に星系がなければ、このイベントは影響を持ちません。2年目の

場合、帝国内に星系がないなら、あなたの本国星系が反乱を起こしたことになります。あなたはゲームに負けます。

侵略(Invasion): 対立する帝国が、あなたの星系の 1 つを征服しようとしています。あなたの帝国(非同盟の星系は無視し

ます)の一部で、ごく最近加えられた星系を選んでください。ダイスを振り、カード上で指示される戦力を加えてください。

この結果が、星系の敵対値より少ないなら侵略は失敗します。ダイスを振り、戦力数を加えたものが敵対値と同じか大き

いなら、それは直ちに非同盟の星系になり、あなたの帝国から離脱します。その新たな状態を示すために、カードを横に

倒してください。そして、それが資源を提供していたなら、あなたの生産レベルを調整してください。この星系は、ターン

のフェイズ 1 の間に征服を実行して成功した場合、あなたの帝国に復帰させることができます。あなたに、惑星防衛力

(Planetary Defenses)技術があるなら、敵対レベルに+1 を加えてください。簡単に征服されたワールドは、帝国の敵によっ

て簡単に征服されます!

あなたが 1年目の場合、そして本国星系以外に帝国内に星系がなければ、このイベントは影響を持ちません。2年目の

場合、帝国内に星系がないなら、あなたの本国星系は征服されます。あなたはゲームに負けます。

イベントなし(No event): 何も起こりません。

残っているイベントカードがあるなら、探査-攻撃/征服/待機のフェイズに戻ってください。

ゲームは、1年目から始まります。1年目の間に最後のイベントカードを使った場合、セットアップの間に捨て札したカー

ドも含めて、イベントカードをシャッフルしてください。ランダムに 2      枚のカードを取り除いて、それらは見えないようにして

プレイの外に置いておきます。直ちに 2年目に入ります; 探査-攻撃/征服/待機のフェイズに戻ってください。2年目でイ

ベントデッキを使い果たした場合、ゲームは終了します。

得点: 

あなたが、2年目でイベントデッキを使い果たした後、あなたのポイントを合計してください。それらは、以下のように得点

されます: 

あなたの帝国のあらゆる星系による勝利ポイントを獲得します。カードの下に示されています。非同盟のワールドは無視

してください。

あなたが発見した全ての技術で 1 勝利ポイントを獲得します。

探査ボーナス: 例え幾つかがあなたの帝国の一部でないとしても、あなたがゲームに於いて全ての星系カードをめくった

なら、余分に 1 勝利ポイントを獲得します。

科学的なボーナス: あなたが全ての技術を研究したなら、余分に 1 勝利ポイントを獲得します。

覇者ボーナス: ゲームの星系カード全てが、あなたの帝国の一部となったなら、余分に 3 勝利ポイントを獲得します。

System card graphics are from NASA public domain images. Player mat graphics by Todd Sanders. 
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イベントカードの説明

小惑星 ストライキ 遺棄された宇宙船 叛乱

1年目: +1 資金

2年目: +1 資金

1年目: 次ターン資源なし

2年目: 次ターン資源なし

ロボット労働者があればゼロの代

わりに 1/2 を入手(端数切り上げ)

1年目: 原料を 1入手

2年目: 原料を 1入手

最も低い敵対値の星系が反抗

1年目: 戦力+1

2年目: 戦力+3

ハイパーテレビがあれば星系の

敵対値に+1

小規模な侵略 平和と静寂 大規模な侵略 叛乱

一番最後まで帝国星系に反抗

1年目: 戦力+1

2年目: 戦力+2

惑星防衛力があれば敵対値+1

1年目: イベントなし

2年目: イベントなし

一番最後まで帝国星系に反抗

1年目: 戦力+2

2年目: 戦力+3

惑星防衛力があれば敵対値+1

最も低い敵対値の星系が反抗

1年目: 戦力+1

2年目: 戦力+2

ハイパーテレビがあれば星系の

敵対値に+1



非公式イベントカードの説明

隕石の飛来 疫病の流行 異星人の外交使節

一番最後まで帝国星系に反抗

星系が資金か原料を生産なら: 

次の 2 ターンの間、資源なし。

一番最後まで帝国星系に反抗

星系の回復か損失を救済するた

めに資金 1 か原料 2 を投資する

(星系カードを捨てるまで永続)。

銀河同盟を締結

軍事力が 1増加する。



非公式イベントカードについて (BGG: Uploaded By tom tom)

・ 警告

カードサイズに関して問題があります。しかし、解決策があります：

あなたが新カードを印刷する際に、”サイズオプション”の設定をチェックしてください。 

”* 実際のサイズ”にセットしてください。さもなければ、“* フィット”または”* 特大のページを縮小”にします。

“実際のサイズ”/”フィット”/”特大のページを縮小”オプションは、pdfファイルを印刷する際の一般的な問題です。それ

らの内の 1 枚が、あなたの自国の用紙サイズでないなら、レターと A4ドキュメントも印刷することに注意が必要です。

(解決策は Martin とDavid によって定められました。下記のポストを参照して下さい)

・ カードについて

これらは、2 枚の星系と 3 枚のイベントです。

私のイベントは MSE に於ける技術の効果を考慮していません。私は 3 枚のカードがゲームバランスを変更しないことを

確実に望みます。

考えとしては、あなたは 1年目に 4枚のイベントカードを捨て札し、2年目に 5枚を捨て札します。そして、ゲームに於い

てどの星系を発見するか本当に分からない様に、ゲームの最初に、あなたは近傍星系カードをシャッフルして 2 枚を捨

て札します。

私がゲームのために、これまでに何かを作るのはこれが初めてでした。しかし、私は MSE について試みたくなりました。

あなたが意見を共有するために 1 分でも割いてくれるなら、どんなフィードバックでも有り難いです。


